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名古屋グランパス ワイズメンズ クラブ 
     NAGOYA YMCA 35-16 DAIKANTYO HIGASIKU  NAGOYA 460-0002 JAPAN 
 

国際会長主題   「希望の灯となろう」        “Be  the  Light  of  Hope” 
ｱｼﾞｱ会長主題   「希望の灯となろう」        “Be  the  Light  of  Hope” 

西日本区理事主題 「思いやりを持ってワイズライフを！」“Enjoy  Y’s life  with  Consideration ！” 

中部部長主題      「楽しくワイズ、スクラム組んで」 

クラブ会長主題   ｢ＹＭＣＡリーダーと共に｣ 

 

                            200９年１月号 
           ――――――――＜今月の聖句＞――――――――――― 
 
イエスは言われた。「わたしは道であり、真理であり、命である。わたしを通らなければ、だれも父のもとに行く 

ことができない。あなたがたがわたしを知っているなら、わたしの父をも知ることになる。」 

                                              ヨハネによる福音書１４章６節～７節 

                                                         

グランパスホームページ http://www5.ocn.ne.jp/~ysmen/ 

200９年１月例会ご案内
 

◎第一例会（新年合同例会）    
と き： １月２２日（木） 午後７時～ 

（受付開始６時３０分） 

ところ： 料亭 松楓閣 

名古屋市千種区山門２－３ 

      ℡ ０５２－７５１－２５２６ 

 地下鉄東山線 「覚王山 」駅下車。1 番出

口から徒歩 5 分。日泰寺参道の 1 本目を

西へ、次の 1 本目 を右へ曲がると左側。 

 合同例会ご案内：
http://www.ys-chubu.jp/main/08butyo/08reikai.pdf 

http://www.shofukaku.jp/top/index.htm 

 

 

 

 

 

◎合同例会準備会 
と き  ：１月１０日（土） １８：００～ 

ところ  ：魚々美 さん 

会 費 ：未 定 

◎爺ケ岳スキーツアー 
と き ：１月１７日（土）～１８日（日）        

ところ ：爺ケ岳スキー場（マルハンロッジ） 

◎ワイズセミナー 
と き ：１月２５日（日） １５：00～１７：００                

ところ ：名古屋ＹＭＣＡ３階会議室 

講 演 ： 「岡本尚男 大いにワイズを語る」 

  講師 岡本尚男氏（京都キャピタルクラブ）  

  発題 ワイズメンズクラブが僕にくれたもの 

 

 

   例     会     出     席     状     況    B  F ポイント クラブファンド（12 月） 
在  席  者 15 名 第  1  例  会 13 名 当   月 ・ 切   手  ニコ BOX ノート  
例会出席者 13 名 第  2  例  会  8 名 当   月 ・ 現   金  感 謝 ファンド  

12 
月  

例

会 当月出席率 87 % 部   会    他    名 累              計  累          計   
 

“TO  ACKNOWLEDGE  THE  DUTY  THAT  ACCOMPANIES  EVERY  RIGHT” 
＝強い義務感を持とう。義務はすべての権利を伴う＝ 

 



 

    2009 年を迎えて      
 

 
 

グランパス会長 坂口功祐 

 

明けましておめでとうございます。本年もよろしく

お願いします。 

さて、今年は昨年よりわたし達が今まで経験をし

たことのない経済的に最悪の年となると考えられま

す。自分たちの生活も厳しくなり耐えるときと考えま

す。同時に我々が行っている YMCA 活動も企業等

からも援助が少なく続けるのも大変と思います。 

しかし、わがクラブ発足より受け継がれてきた「金

はなくとも若さがある、体を使って元気に活動」の精

神の下に若いリーダーと共に YMCA 活動を支えよう

ではありませんか! こんな時代こそ我々の真価が

問われると考えます。 

とにかく元気に後半年皆さんで頑張りましょう。後

は三井次期会長が何とかしてくれます。では、皆さ

んの家庭に福が来ますように新年早々お祈り申し

上げます。 

 今年も元気に絶好調!! 

 

 

   さて今年はどんな年に     
 

 
    坂倉君撮影の滝の水公園からの初日の出 

 

阿部 一雄 

昨年は私にとって今まで生きてきた「生き方」を、

大きく変えていかなければいけない厳しい年でした。

生き方を変える必要を生じた理由は、自分自身でも

良く分かりませんが、今まで生きてきた手法という

か、自分のスタイルが通用しなくなった年でした。き

っと時代についていけていない私がいて、周りの意

見を素直に聞けない私がいたのでしょう。 

 昨年は仕事においてもプライベートにおいても思

い描いた通りいかなくなったのです。これは恐怖に

近いものがあり、夏ごろからはそれに立ち向かうた

め、必死にもがいてきました。結果昨年の後半は上

手く物事が動き始め、変化すべき方向性が見えて

きた気がしています。 

 以上のように昨年は私にとって試練の年でしたが、

昨年もがき努力したことが今年に繋がるよう、ワイ

ズメンの方々のお力をお借りし今年も一層の努力

をしていきたいと思います。我々を取り巻く社会的

事情は日々厳しさを増していますが、こんな時であ

るからこそワイズメンの皆と乗り切り、共に生きてい

きたいと思います。 

 皆さんと今年も坂口会長を中心にワイズ活動する

事を楽しみにしています。 

 

荒川 恭次 

昨年は激動の年でした。年明け早々の上司から

突然の大阪赴任命令に始まり、１月下旬から慣れ

ない単身赴任生活と３月の関西支社の移転等々、

仕事では随分神経をすり減らしたようです。毎月在

阪ワイズメンズクラブ訪問を楽しんでいたところ、年

末には突然の心臓カテーテル検査と冠動脈形成術

による入院。確か昨年の抱負は「健康第一」だった

はず。何かの予感だったのか。 

しかし、今年こそはほんとの「健康第一」で行きま

す。丑年にちなんで焦らずゆっくりと進みたいねぇ。

充実した一年になりますように。 

 

佐藤 壽晃 

2009 年の干支は丑年ですけど、ゆっくり動かず

モー進し動く事に心掛けようと思ってます。 

 

坂倉  洋 

 何とか無事今年も終わろうとしています。今日は２

００８年１２月３０日です。今年は公私ともに、本当

に忙しい年となりました。充実していたのかなぁ？ 

思い返すと頭の中が今でもいろいろなことでグチャ

グチャいっぱいです。でも、その分家族にもワイズ

にも迷惑をかけたことと思います。ごめんなさい。公

私ともに心身ともに無事なことに感謝です。 
今年の私のワイズの目標として掲げていた『グラン

パスメンバーによる グランパスチームの為の グ

ランパスメンバーで走る第１６回チャリティーラン参

加』は５０％の出来でした。 
来年は、経済的にはきびしくなりそうです。でも心

豊かに、細く長く活き残ることを目標としていきたい

と思います。みなさんよろしく！！！ 



 
坂倉 みえい 

今年は中学生活最後の年という独特の興奮に満

ちていて、泣き、笑い、今までにない初めての経験

に右往左往してたらあっという間に年末が来てしま

いました（（笑 一瞬で駆け抜けたような一年でした

が、ふと振り返ってみると１５年（本当はまだ１４年と

１０ヶ月(´×｀；)）という短い人生のなかで一番濃い

年だったのではないかと思います。自分ではコント

ロールできない様々な感情に振り回されながら涙す

ることの多かった私を、支え続けてくれた沢山の人

達に感謝しながら新たな年を迎えたいと思います。

とかいいつつ受験が待ってると思うと爽やかに新年

を迎えるなんてムリだにゃぁ。。。↓↓   

 

信田 伊知郎 

2008 年では日本はもとより世界中で激動な年と

なりました、今後も世界的な不況や混乱が予想され

ますが、新年は新たな想いと行動を共に、自分の可

能性をさらに押し広げていければと思います。 

 

下村 明子 

昨年は初めて主査を務めることになりましたので、

他クラブの方々と交流する機会が増えました。 

いろいろな方とお知り合いになれ、楽しいです。 

来期まであと半分ありますが、さらに楽しく活動して

いきたいなと思っています。 

そのためにはしっかり働かないといけませんね。 

仕事をしっかりやらないとお休みがもらえませんの

で、ワイズ活動に参加できなくなってしまいます。 

 ということで、今年はワイズも仕事も頑張ります！ 

今年もどうぞご指導よろしくお願いいたします。 

 

高田 士嗣 

今年は、そろそろ将来の人生設計をたてようと思

っています。 

 

服部 庄三 

仕事とワイズ活動の両面に、今年も着実な一歩

一歩を。 

 

松原  誠 

国際協力にもう少し力を注いでみたいと思います。

それとリーダーたちともっと仲良くなろうかな・・・・ 
                          

三井 秀和 

昨年は中部部長として自分自身余裕がなく必死

でしたが、その部長在任中時間的にできなかった事

を７月より以前計画してきたとおり実現してきました。

今は非常に満足している状態です。また今年 2009

年の７月からはグランパスクラブの会長就任予定で

ありまた忙しくなるものと思います。 

ここのところの社会情勢の悪化の影響で会員組

織であるワイズメンズクラブもさらに厳しい状況にな

るものと見込まれます。 

部長就任中、いろんなクラブを見させていただき

ましたが当グランパスクラブは資質、熱情、行動力

のそろっているクラブと自負していますが、いかん

せんここ何年間の絶対的な会員数不足の影響と私

も含めメンバーの高齢化(すでに平均年齢50代とな

っています)で日々の活動がマンネリ化していくこと

がこれからのグランパスの第一の懸念と考えます。 

過去、幾度か会員増強が叫ばれていながら目立

った増強ができていない事実があることを会員各位

が再認識して切り口の違った行動が必要ではない

かと考えています。 

会費制の会員組織であり今後の経済情勢の状

況ではさらに厳しい会員増強活動をしていかねば

ならないのは明らかでありますので、確実な会員増

強を目指した、より具体的な検討が必要です。 

今年の抱負としては来期の私の会長在任中には

２０名のクラブになるように計画と行動をもった活動

をしていくことであります。 

「今年は無理をせず、楽しく、熱いグランパスクラブ

になれますように」 

 

 

 第一例会（クリスマス特別例会）     
 

日 時 ： 2008 年１２月７日(日）PM３：00～ 

場 所 ： ランの館レストラン オーキッドルーム 

出席者 ： 荒川（メネ・コメ・マゴ）、坂倉（メネ・コメ）、 

坂口、佐藤（メネ・コメ）、服部（メネ・コメ）、早川（メ 

ネ・マゴ）、松原（メネ）、三井 

ゲスト：谷川中部部長、深谷、森さん家族 

 

 
 

今年も恒例のクリスマス例会を、上記にて開催し

ました。主役のコメットも１０名の多数参加、小学生

以下も５名を数えました。名古屋クラブからは谷川

中部部長と深谷ワイズが部長訪問され、楽しんで

いただきました。第一部では、今回はクリスマスの

お話を荒川メネットにお願いし、紙芝居を使ったす

ばらしい時間となりました。サンタさんのプレゼント



 
も、松原君により、大いに盛り上げていただきました。

お二人に感謝です。ありがとうございました。 

服部庄三 

 

 

 
みんな大きくなって巣立ちも近いね 

 
    家族の絆最強のワイズの鑑 

 
     新年はお世話になります 

 
     もうすぐマゴ２になります 

 
      今年のサンタは誰？ 

 

   第二例会（忘年会）報告       

 

日 時 ： 2008 年１２月２０日(土）PM7:00～ 

場 所 ： 上海料理「豫 園」 

出席者 ： 阿部、坂口、坂倉、佐藤、服部、早川、 

下村、徳田、松原、高田、信田、坂野、三井 

ゲスト：荒川メネット、松原メネット、服部メネット、 

柴田、石原 

 

金山駅近くにある上海料理店「豫園」にての忘年

会。今回この店をチョイスしたのは特級調理師が経

営をしている店舗で、店の規模は小さいけれども料

理の種類・質ともになかなかのお店であるからで

す。 

中華料理独特の円卓を囲み、お互いの笑顔を確

認しながらわいわいと歓談も食事も弾んでいたかと

思います。若干フカヒレの姿煮のサイズが小さすぎ

て苦情が漏れていたようですが、その後のフカヒレ

あんかけチャーハンにてフカヒレは堪能してもらえ

たのではないかと思います。 

皆さんも今年一年間の出来事で良かったことや、

反省すべきことなどいろいろなことがあったと思い

ますが、反省すべきことは反省をし、嫌なことは忘

れてしまう。そうして来年を新たな気持ちで迎える

準備をし、今年より良い年にすることを決意する。

それが忘年会としてのあるべき姿かとおもいます。

私は残念ながら来年をどうこうする以前に、翌日は

風邪をひいてしまって寝込んでしまいましたが…。 

                            信田 

 



 

 
 

 
 

                          

    ＹＭＣＡコーナー      
 

クリスマス キャロル  

ＩＮ タワーズライツ ２００８ 
                                  

              坂 倉  洋 

 今年も例年どおりタワーズライツの季節がやって

来ました。 

今年は浅野猛雄（東海ワイズ）実行委員長のもと、

第１回目の１１月２５日の練習では不景気を吹き飛

ばすかのように参加登録者も多く、練習場所の名古

屋中央教会は人でいっぱいで熱気にあふれあっと

いう間の２時間でした。橋爪先生今年もよろしく！！ 

ただ少し残念（？）なことは、幸か不幸か例年キャ

ロルの会場であるタワーズガーデンの電飾が昨年

より多くキャロルを聴いていただく方には少し見づら

いことです。ＪＲの電飾も毎年好評でパワーアップし

ているようです。 

１２月２３日のタワーズライツ当日は、神様の祝福

のもと天気に恵まれましたが、２～３日前まで暖か

い年末でしたが、風がありとても寒かったです。にも

かかわらず会場は、キャロルを見にではなく聴くた

めにたくさんの人が集まり、テレビなど報道関係者

もいてワクワクしました。私は、昨年は最前列に並

びましたが、今年は遠慮して最後列（ただし真ん中

あたり）に並びました。来年はどこに並ぼうかな？ 

毎年家族で参加していたタワーズライツでしたが、

今年は子供たちの受験・バイトなどのため私１人の

参加となりました。 

 キャロル参加者は１９０余名となり、またたくさん

の方に見て・聴いて・歌っていただきました。寒いけ

ど心地よいひと時となりました。 

準備から当日の運営まで係わっていただいた多く

のＹＭＣＡ関係者に感謝です。 

 

 
         過去最大の聖歌隊でした 

 

 
    中核をなしたグランパスメンバー 

 

 

     そ  の  他      

 
１． 今月の誕生日 

 

   
    徳田  望 （ ２日） 

松原 好香 （１７日） 

阿部 ゆか子（３０日） 

     
２． 西日本区強調月間 

 

１月強調月間 ＩＢＣ・ＤＢＣ 

ＩＢＣ・ＤＢＣの意義を理解し事業の見直し・強化を

すべく交流プログラムを検討しましょう。そして活発

且つ充実した交流事業を楽しもう。 

小幡  弘 交流事業主任 
 


